
 4階 児童書フロア
◆手品おじさんと遊ぼう!
と　き　10月25日㈰ 15:00～15:20
内　容　「輪ゴム」を使った手品の実演

 4階 ヤングアダルトコーナー
第74回読書週間企画
◆図書館員のイチオシ本
　職員イチオシの本をPOPととも
に紹介します。
と　き　10月27日㈫～11月29日㈰
◆オリジナルしおりをつくろう
　自分だけのしおりを作りましょう。
と　き　10月27日㈫～11月8日㈰

 4階 創作室
◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　10月11日㈰ 14:00～15:00
対　象　小学生以上　定員 10人程度
内　容　“おもちゃと折り紙”をつくる。
オープンアトリエ
　作品制作の場として創作室を開放
します。材料や道具などは持参して
ください。
と　き　11月3日(火・祝)
　　　　10:00～12:00/14:00～16:00
定　員　各回4人まで
申　込　10月6日㈫～４階カウンタ
ーまたは電話にて

 3階 ショーケース
◆貴重書庫収蔵資料展Ⅱ
　図書館の貴重資料の一部を展示す
る企画展。今回は中国の薬物学書「本
草網目」です。
と　き　10月1日㈭～30日㈮
　　　　※期間中1回展示替えあり

◆印は参加無料・当日直接おいでください
 4階 視聴覚室
◆子ども映画会
と　き　10月10日㈯
　①11:00～②14:00～③15:00～
内　容　 「人のはじまり」「ペネロペ
のびじゅつかん」(2話で約14分)
と　き　10月17日㈯
　①11:00～②14:00～③15:00～
内　容　「鏡のむこう」「ペネロペのた
のしいハロウィン」(2話で約14分)

◆図書館さんぽ～悠久の地球旅行へ～
　懸命に生きる動物たちとともに、
2万年の時空を超え、生命の旅へ!
と　き　10月15日㈭
　　　　①10:30～②13:30～

 4階 おはなしの部屋
◆おはなし会デビュー
　「ぴよぴよおはなし会」
　絵本の読み聞かせとふれあいあそ
びを行います。
と　き　10月6日㈫ 11:00～11:15
対　象　1歳までの赤ちゃん
◆おはなし火ようび
　図書館員による絵本の読み聞か
せ、紙芝居など。
と　き　10月13日、20日、27日㈫
　　　　11:00～11:15
対　象　幼児と保護者
◆手のひらの会
　はじまるよ!はじまるよ!楽しい紙
芝居。
と　き　10月24日㈯ 11:00～11:20       

・ふれあいエスプ塩竈  ☎367-2010 FAX365-3741
・遊ホール　　　　　  ☎365-5000
・市民図書館　　　　  ☎365-4343

http://lib-shiogama.la.coocan.jp
・視聴覚センター　　  ☎365-4500
・公 民 館　　            ☎365-3341 FAX365-3342

視聴覚センター

遊ホール

市民図書館
 そのほか
◆「えほんデビュー」
　～赤ちゃんからえほん～
　7カ月児健康相談時に「えほんデ
ビューパック」(絵本1冊、布バッグ、
赤ちゃん絵本リスト)をプレゼント
します。
と　き　10月20日㈫
ところ　保健センター

スマホアプリ講座
(使用機種：アンドロイド)
　グーグルマップ、LINE、キャッシ
ュレスアプリが学べる初心者向けの
講座です。
と　き　10月21日㈬～23日㈮
　　　　10:00～13:00
　　　　※3日間連続講座
受講料　1,000円
申　込　10月5日㈪ 8:30～

公演中止のお知らせ
　令和2年度遊ホール協会自主事業
「天満敦子ヴァイオリンリサイタル
2020」(12月12日㈯公演予定)は、新
型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため中止します。

　新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、掲載した事業の延
期や中止など、変更となる場合が
あります。
　最新情報は市ホームページ、フ
ェイスブックを確認いただくか、
各施設まで問い合わせください。
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 ホワイエ

◆エスプコンサート Domenica75
　～周りの方を幸せにする音～

と　き　10月11日㈰ 11:00～12:00
曲　目　ピアノ協奏曲第3番カデンツ
付、アラベスク、狩、楽しき農夫 ほか

出　演　文屋睦子、武内つよ子、
　　　　萩原結菜、萩原心結

 公民館調理室

おやこdeキッチン事業
～おいしい食のワークショップ～
プログラム2「おやこde干物づくり」

と　き　11月22日㈰ 10:00～12:00
対　象　小学生と保護者(祖父母も可)
定　員　8組
内　容　干物づくり、簡単に調理が
できるお魚レシピ
参加費　1組1,200円(材料費)
持ち物　エプロン、三角巾
講　師　キッズkettle’s kitchen吉田恵子
申　込　10月6日㈫～材料代を添え
て事務室まで

 創作室

◆かんたん工作 おもしろ創！
　「トンボのめがねを作ろう」

と　き　10月開館時間中
定　員　1日10人程度
※材料が無くなり次第終了

ふれあい創ing「糸掛けマンダラ作り」

と　き　10月29日㈭ 10:30～12:00
定　員　4人　材料費 100円
講　師　佐藤さおりさん(利府町)
申　込　受け付け中

　

◆印は参加無料・当日直接おいでください
◎10月のボランティア自主事業
 キッズスペース
◆キッズボランティア おはなし会
　歌や紙芝居で楽しく過ごしましょう。
と　き　毎週㈬㈮ 11:00～12:00
話し手　子育て支援 ふぉ・ゆ
◆おはなしぱんどらのおはなし会
　パネルシアター、絵本、紙芝居、エプ
ロンシアターをお楽しみください。
と　き　10月11日㈰ 11:00～11:20

 本の森
◆本のちょっと
　お話とギターを楽しもう。
と　き　10月3日㈯ 11:00～11:20
話し手　きっと・えすけっと

◎行事・イベント
 エスプホール
あそびまショップ「エスプミニ運動会」
と　き　10月8日㈭ 10:30～11:30
対　象　幼児と保護者　定員 15組
持ち物　動きやすい服装、飲み物
申　込　受け付け中
おやこdeキッチン事業
～おいしい食のワークショップ～
プログラム1「おやこde干し柿づくり」
と　き　10月25日㈰ 10:30～12:00
対　象　小学生と保護者(祖父母も可)
定　員　20組　内容  干し柿づくり
参加費　1組1,200円(材料費)
持ち物　エプロン、三角巾、皮むき用
ピーラー
講　師　キッズkettle’s kitchen吉田恵子
申　込　受け付け中。材料代を添え
て事務室まで

 1階 情報コーナー
大人のあそび時間 ぷちっとワーク
「縫わないオリジナルブックカバー作り」

と　き　10月23日㈮ 14:30～15:30
対　象　18歳以上　定員 2人(先着順)
材料代 　300円　
申　込 　受け付け中。材料代を添え
て事務室まで

 アートギャラリー
◆塩釜高校文化部活動発表会
　塩釜高校美術部の絵画を展示します。
と　き　10月6日㈫～11日㈰
◆第7回 二人展
　絵画20点、写真20点を展示します。
と　き　10月13日㈫～18日㈰

 そのほか
塩竈フォトフェスティバル2020
オンライントーク
   延期となっていた塩竈フォトフェ
スティバルがオンライントークによ
り開催されます。
　しおがま文化大使の平間至氏をは
じめとするプロの写真家たちの写真
やフォトフェスティバルにかける思
いなどが語られます。
　詳細は、塩竈フォトフェスティバ
ルのホームページをご覧ください。

第73回塩竈市美術展 作品募集!
　ふるって応募ください。詳しくは、公
民館にある募集要項をご覧ください。
と　き　11月10日㈫～15日㈰
ところ　ふれあいエスプ塩竈
種　目　洋画、日本画、書道
搬入日　10月24日㈯、25日㈰ 

エスプ 10:00～21:00（本の貸し出しは図書館と同じ）
図書館 10:00～18:00（火～金） 10:00～17:00（土・日祝）

開館時間

エ　ス　プ

生涯学習のとびら生涯学習のとびら

公　民　館
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10月の図書館・エスプ休館日

と き 10月23日㈮ 14 30 1

桜菓子姫
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